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令和元年度 事業計画 
 

基本方針 
今日の社会福祉を取り巻く状況は、少子・高齢化の進展や人口減少社会、人生百年時代を迎え 

た今、人々のライフステージや地域社会の構造も大きく変わりつつあります。平成２７年４月に

開始された生活困窮者自立支援制度は、これまで見過ごされてきた新たな福祉課題への対応に迫

られております。 

特にひとり親家庭、子ども・高齢者の貧困、虐待、ひきこもり、居住不安、８０５０問題等、複 

雑の問題が連鎖する中、金銭や物質的な支援に結びつけるだけではなく、支援を要する方々に対

し、社会的孤立状態からの脱却に加え、地域とのつながりを構築していくことが求められており

ます。 

地域の中で、制度や分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」の関係を超えて、地域住民一人ひ 

とりが地域における問題や生活課題等に向き合う中で、他人事ではなく我が事として捉え、互い

に支え合いながら自分らしく活躍できる地域共生社会の実現に向けた地域づくりが求められおり、

本会としても身近な地域の中で、互いに支え合う仕組みづくりとして地域支え合い活動を推進し

ております。地域住民や関係機関だけでなく社会福祉法人、医療機関、ＮＰＯ法人、企業といった

多様な機関との協働により地域づくりを目指してまいります。 

平成３１年度は、第２次読谷村地域福祉活動計画の２年目にあたり、活動計画に掲げた基本目 

標の実現に向けてより具体的に活動を推進してまいります。 

また、社会福祉法改正により、社会福祉法人に求められている、財務規律や組織のガバナンス 

強化や、事業運営の透明性の向上に努め、信頼される法人運営の体制整備に努めてまいります。 

今後もさらに、住民だれもが住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らせるために、各自治会、 

民生委員児童委員協議会、地域福祉活動団体、ボランティア団体、社会福祉施設、事業所等との連

携を図り、協働による地域福祉推進の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 重点目標 
（１）運営基盤の強化と自主財源の確保 

（２）地域支え合い活動事業の推進 

（３）読谷村共同販売センターの経営強化 

（４）第２次地域福祉活動計画の進行管理 

  

【１】法人運営 

社会福祉法の改正に伴い、経営組織のガバナンスと財務規律の強化、事業運営の透明性の向上等 

を図ってまいります。 

 

１．会務の運営 
会務の円滑なる運営並びに効率よく事業執行経営ができるよう、次のとおり会議を開催し機能 

強化に努めます。 

（１）理事会・評議員会の開催 

（２）監査の実施   

（３）評議員選任・解任委員会の開催 

（４）役員・評議員研修会の開催 

（５）生き活き健康センター運営審議委員会の開催 

 

２．財源の確保 
   住民の生活課題やニーズの解決、地域づくり等に活かす地域福祉活動事業の充実強化を目標に



 
 

自主財源の確保に努めてまいります。 

（１）社協会員（費）の推進強化 

■戸別会費     ■賛助会費    ■施設・福祉団体会費   ■特別会費 

（２）赤い羽根共同募金運動の実施（推進） 

■期間：2019 年 10 月 1 日～12 月 31 日 

■募金内訳（戸別募金、職域募金、学童募金、個人募金、法人募金、街頭募金） 

（３）歳末たすけあい運動の実施（推進） 

       ■期間：2019 年 12 月 1 日～12 月 31 日 

   （４）チャリティー活動への共催、後援 

 

３．調査・広報啓発活動 
   住民が地域で安心して暮らし続けるために必要な情報を広報誌やホームページ、マスコミ等の

積極的な活用で新しい福祉情報、社協情報を発信し、地域広報活動の充実強化に努め、住民座談

会や社協事業・活動への住民参加を通して社会福祉に対する理解と関心を深め、意識の高揚を

図ります。 

   （１）社協だよりの発行 

   （２）ボランティア情報誌の発行 

   （３）広報よみたん、FM よみたん、各新聞社の活用 

   （４）ホームページによる社協福祉情報の発信 

 

 

【２】地域福祉活動の推進 
  誰もが住み慣れた地域で安心して生活し続けることができるため、地域住民、民生委員児童委 

員協議会、自治会、ボランティア団体等と協働・連携して福祉サービスの提供を行い、地域福祉活 

動・在宅福祉サービスの推進を行います。 

 

１．相談事業の推進 
  （１）ふれあい相談所の運営 
    ①一般心配ごと相談 

◎第２・４木曜日：午後 1 時～4 時（旧盆・年末年始、祝祭日は休み） 

  

 （２）総合相談会の開催 （新規） 

住民の不安や悩み事を、様々な専門機関（社協、行政、自立支援機関等）が、一つの場所で

相談を受けることによって、どこに相談したらいいか分からないといった方や、複数の問題を

抱える方が１つの場所で相談が出来るよう、「総合相談会」を開催いたします。 

 ◎年２回開催 

 

２．日常生活自立支援事業（権利擁護事業）の推進 
     日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等のうち判断能力が不

十分な者に対し、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などを

行うことにより、地域において自立した生活が送れるように支援を行ってまいります。 

 平成３１年４月より全市町村型への移行となり、住民の身近な市町村における権利擁護支援 

体制の更なる充実・強化を図るとともに、事業推進体制（職員体制）の整備を行ってまいります。 

〈援助内容〉 

 ①利用者との契約及び支援計画の作成 

 ②福祉サービスの利用援助手続や日常的な金銭管理の実施 

 ③支援計画のモニタリング  



 
 

④ 生活支援員の確保及び活動援助 

 ⑤ 事業の周知及び相談援助 

 

３．在宅福祉サービス事業 
（１）食事サービス事業（配食） 

    一人暮らし高齢者や高齢者世帯及び障がい者を対象に、調理ボランティア、配達ボランテ 

ィアの協力を得ながら無料のお弁当を週 1 回提供、利用者の健康増進と安否確認を図ること 

を目的として実施してまいります。 

     ①訪問調査及び関係機関等との調整 

②食事サービス事業利用者状況調査の実施 

     ③調理ボランティア・配達ボランティア連絡会及び交流会の開催 

     

 （２）外出支援サービス事業    ※ 受託事業 

    一般交通機関が利用できない要援護高齢者を対象に「リフト付き車両（はいさい号）」を運 

行し、医療機関等への移送を支援してまいります。 

 

４．各種福祉団体の支援及び施設団体協働事業   
   福祉団体等の地域福祉の実現のために各福祉団体及び福祉関係機関との調整、連携を図り活動 

の支援を行ってまいります 

  （１）各種福祉団体〈支援団体〉 

      ①読谷村民生委員児童委員協議会 

②読谷村身体障害者協会     

      ③読谷村障がい児者を守る父母の会    

④読谷村精神療養者家族会 

      ⑤読谷村母子寡婦福祉会        

⑥読谷断酒会・読谷断酒家族会 

 

  （２）よみたん福祉団体施設連絡会による協働事業 

      ①第 37 回よみたん福祉運動会の開催    （6 月） 

②第 34 回よみたん福祉納涼まつりの開催  （8 月） 

      

 

【３】地域福祉ネットワーク事業の推進    ※ 受託事業 

― 地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業 ― 

  誰もが身近な地域において、安心して生活を維持できるよう、地域住民相互の支え合いによる 

共助の取り組み推進を図りつつ、生活困窮者を始め、支援が必要な人と地域とのつながりを拡げ、

互いに理解し合い、誰も排除しない地域社会を目指すために、地域全体で支える基盤づくりを構

築することを通じて、地域福祉の推進を図ってまいります。 

  

（１）地域の福祉ニーズを踏まえた福祉推進事業 
①地域支え合い推進事業 

■地域支え合い活動体制づくり事業  

【現 14 カ所実施】平成 30 年度現在 （※平成 31年度：新規で６か所増） 

〈長浜・大木・渡慶次・宇座・大添・瀬名波・都屋・古堅・儀間・伊良皆・ 

横田・波平・高志保・上地〉 

住み慣れた地域において、要支援者が安心して生活ができるよう、自治公民館、読谷村民 

生委員児童委員協議会等と連携し、地域での見守り・支え合い体制の構築を目指し、各地域



 
 

に「地域支え合い活動委員会」の発足及び運営支援や地域住民への見守り支え合い活動の普

及・啓発などを行ってまいります。       

◎ 見守り活動等に活用するために要支援者（気になる世帯）マップの作成 

     ◎ 地域における要支援者（気になる世帯）への支援者組織の立ち上げ連絡会の開催 

     ◎ 地域における要支援者 (気になる世帯)への個別見守り支援 

     ◎ 継続的に活動ができるように運営体制の支援 

 

②地域支え合い活動報告会の開催 

■地域で行っている活動の報告会を開催し、活動の振り返りや今後の更なる活性化を図ると

ともに、村民への周知と、未発足地域も「地域支え合い活動委員会」結成へ繋がることを

目的に開催して参ります。 

 

③地域見守りネットワーク事業 

■地域見守り活動 

      地域において、何らかの支援を必要としている方々の見守りを地域住民、民間事業者が 

できる範囲で関係機関等と見守り役割分担を行い「地域見守り協定」の締結を行いネット 

ワークの構築を行ってまいります。 

また、今後は協定を結んでいる事業所と、更なる見守り活動体制を強固なものにしてい

くことを目的に連絡会を開催していきます。 

 

【現在５事業所締結済】  ■日本郵便株式会社沖縄郵便局 

■読谷村琉球新報販売店（16 販売店） 

■読谷村沖縄タイムス販売店（17 販売店） 

■沖縄ヤクルト株式会社読谷センター 

■生活協同組合コープ沖縄 

【今年度締結予定】 読谷協同産業株式会社、タクシー会社（予定） 

  

 ④助け合い地域づくり事業 

    生活困窮世帯への支援事業として、地域住民や企業等へ食料品や生活用品提供の協力を呼 

びかけ、食料や生活用品を必要としている方々へ提供していく。この活動を通して地域住民

の支え合う意識の高揚と必要な時にすぐ提供ができる体制の整備をしていくことを目的と

します。 

     ・フードバンク活動 

     ・生活用品助け合い活動 

     ・制服、学校用品リユース（再利用）活動 

 

 

【４】生活支援体制整備事業の推進    ※受託事業 

  平成 27 年 4 月の介護保険改正により介護予防・日常生活支援総合事業が開始され、高齢者の 

様々なニーズに対応するため地域支え合い活動が展開されています。要介護者の増加、老々世帯・ 

単身世帯の増加による社会的孤立等に対応するため、また、いくつになっても住み慣れた地域で 

生きがいを持った生活が送れることを目的に、生活支援コーディネーターを配置し、地域にある 

様々な資源開発や、自治会、地域住民、関係機関と連携して支え合いの仕組づくりを推進します。

また定期的に情報共有・連携強化の場として小学校区域・中学校区域での協議体設置の推進を 

図ってまいります。 

 

 



 
 

 （１）第３層協議体【小学校圏域】 

   （渡慶次小学校区・読谷小学校区・喜名小学校区・古堅小学校区・古堅南小学校区） 

   地域支え合い活動を実施していく中で出てきた「地域の困りごとの解決」に向けて地域が主 

体となり、それぞれの地域での支え合いの仕組みづくりをできる範囲で考えていき、無理なく 

今できる活動などを皆で共有し「助け合い・支え合いの仕組みづくり」を推奨し、将来に向け 

て「自分たちの住む地域をどのような地域にしたいか」等を話し合う場とする。 

   

（２）第２層協議体【中学校圏域】 （読谷中学校区・古堅中学校区） 

   第３層協議体で解決できない困りごとの解決もしくは解決の手立てを考え、今おこなってい 

る活動や個人・企業等で行っている活動等無理なく今できる活動などを皆で共有し「助け合い・ 

支え合いの仕組みづくりを推奨し、将来に向けて「自分たちの住む地域をどのような地域にし

たいか」等を話し合う場とする 

 

 

【５】地域生活支援事業    ※受託事業 

 （１）声の広報発行事業 

   視覚障がい者、目が不自由なうえに情報がとれない人への情報支援として音訳ボランティア 

の協力を得て、広報誌、日本昔話、沖縄の民謡等を読み聞かせ録音し、定期的に提供していき 

ます。 

 

（２）福祉機器貸出事業 

寄贈等によって提供された福祉機器（車椅子・ベッド・シャワーチェアー・松葉杖等）を整 

備し、必要とする方へ無料で貸出を行います。 

 

（３）スポーツレクリエーション交流事業 

 障がい者スポーツを通して、参加者や団体、事業者等が共に支え合いながら交流を図ること 

で、スポーツの楽しさや互いにつながり合うこと、障がい者に対する理解を深めること等で社 

会参加の場が広がる機会となることを目的とします。 

 

（４）災害時の備えと対応・地域とのつながりを考える講座 

村内の障がい者を対象に関する学習会を開催し、災害に対する備えや対応を学び、自ら考え 

る機会を通して、日常生活の中で隣り近所や地域とのつながりをどのように関わるのかを地域

の関係者と共に考えることを目的とします。 

 

 （５）ごちゃまぜ（障がいのある人ない人の交流） 

   交流会を通して障がい者の社会参加のきっかけや地域とつながる機会を作り、仲間とのふれ 

あいを深める事を目的として開催します。 

 

（６）三町村（読谷村・嘉手納町・北谷町）手話通訳奉仕員養成講座（基礎） 

   聴覚に障がいを持つ方の生活や福祉制度、社会環境についての理解を深めるとともに、日常 

生活で必要なコミュニケーションの確保と聴覚障がい者の自立と社会参加の促進を図ること 

を目的とします。 

 

【６】児童福祉の推進  
地域のさまざまな支援を必要とする子どもたちに対し、関係機関・団体等と連携して、児童の居 

場所・行き場所をつくり、出会い・ふれあいの機会を通して、児童の健全育成に努めます。 

     



 
 

【７】福祉教育及びボランティア活動の推進 
子どもから高齢者までの福祉に対する理解を深め、地域福祉推進の担い手として福祉意識の高

揚を図り福祉教育の推進に努めます。また、ボランティアに対するニーズは今後ますます多様化

することから、地域住民の知識と技能を生かしたボランティア活動の機会づくりや相談・斡旋、

ボランティア講座を実施し、ボランティアの育成や団体及び個人の自主的活動の支援を行ってま

いります。 

 

１．福祉教育の推進 
  （１）福祉教育推進事業指定及び助成金交付 

（法人保育園・幼稚園・小学校・中学校・高校） 

 

２．ボランティア活動の推進 

（１）ボランティアセンター機能の充実 

①ボランティア登録、更新 

②ボランティア活動保険加入促進 

③ボランティアに関する相談、斡旋、連絡調整 

④各種ボランティア団体交流事業の開催 

⑤街頭募金活動への協力（共同募金運動、24 時間チャリティー募金） 

       ⑥中・高校生ボランティアスクールの開催（いもっ子サマースクール） 

      

（２）ボランティア団体等への援助 

     各種ボランティア団体活動の調整や支援等を通して学習や交流の場を提供し、ボランティ 

ア活動を支援する。 

      ①読谷村ボランティア団体連絡協議会 

      ②手話サークル「花織」       

      ③手話サークル「ゆんたんじゃ」   

      ④リーディングサービス「ともしび」  

⑤要約筆記サークル「ほほえみ」 

⑥介助ボランティア「心嘉野会」 

⑦ゆいまーる共生事業（村内 23 ヵ字） 

⑧読谷村赤十字奉仕団 

⑨更生保護女性会 

 

   （３）生活支援サポーター活動の推進 

     高齢者等の日常生活において、ちょっと困っていることで、お手伝いをすることにより、

高齢者の自立に向けた生活を応援する取り組みの準備を進めてまいります。 

 

 

【８】災害時に備えた支援活動の体制整備の推進 
  社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域福祉の実現を目指し、地域 

に根ざし住民の生活を支え、住民が相互に支え合うコミュニティづくりを手助けする役割があり、 

地域福祉の中心的な担い手としてその活動は非常に重要なものとされています。本会においても、 

災害時発生から災害ボランティアセンター設置に向けて、社協災害対応マニュアルの作成を行い、 

災害時の社協の役割、体制整備を行政及び関係機関と連携し取り組んでまいります。 

   （１）社協災害対応マニュアル作成に向けた取り組み 

  （２）災害ボランティアセンター設置マニュアルの作成に向けた取り組み 

 



 
 

【９】低所得者に関する支援及び法外援護活動 
  経済的な不安を抱える住民の生活相談について、必要な生活福祉資金や民生金庫の貸付を行い 

生活の安定を図り、低所得者の自立と生活意欲の助長を図ることを目的として各種事業を推進し 

ます 

（１）法外援護活動事業 

      緊急に援助が必要な世帯に対し必要な物品等の援助を行い、自立に向けて相談、関係機関 

と連携を図ります。 

（２）歳末たすけあい義援金配分事業 

      １２月に実施される歳末たすけあい運動で集められた募金を支援が必要な世帯へ義援金 

として配分を行います。 

（３）生活福祉資金貸付事業の実施 

（４）民生金庫貸付事業の実施 

（５）助け合い地域づくり事業 

食料品・生活用品の提供及び制服・学校用品のリユース（再利用）活動を行って必要とす

る世帯への支援を行います。 

  

 

【1０】福祉サービスの苦情解決事業 
社協の提供する福祉サービスに関する苦情への適切な対応を行うことで、利用者の満足度を高 

めるとともに、解決を進め社協の信頼及び適正性の確保を図るため、受付担当者や解決担当者を

配置するとともに、客観性を確保するため第三者委員を設置して事業を推進してまいります。 

①苦情受付担当者の配置 

②苦情解決責任者の配置 

③「第三者委員」の設置 

 

 

【1１】その他の事業 
１．福祉バス運行事業  

    社会福祉関係団体等が社会福祉事業推進を目的とした活動に対し、福祉バスの貸し出しを行 

ってまいります。 

 

 

【1２】読谷村共同募金委員会募金活動の推進 
   赤い羽根共同募金運動、歳末たすけあい募金運動は、地域福祉活動の主な福祉財源としてその 

役割は大きく、多様化する福祉ニーズに応えるため多くの村民に趣旨を理解していただき信頼 

される募金奉仕活動を推進してまいります。 

（１）赤い羽根共同募金運動        （10 月 1 日～12 月 31 日） 

（２）赤い羽根募金テーマ型募金の取り組み（1 月 1 日～3 月 31 日） 

  ※子供の就学に必要とする学用品等の支給 

（３）歳末たすけあい募金運動       （12 月 1 日～12 月 31 日） 

（４）災害時における募金活動への協力（地震・台風・水害等の災害 

 

【1３】読谷村共同販売センター経営の推進 
   村より指定管理を受け、読谷村の伝統工芸品である陶器、読谷山花織、琉球ガラス等の販売促 

進に努めるとともに、ふるさと納税返礼品の委託も継続して受けてまいります。収益事業とし 

て、経営評価及び分析を行い、健全な経営強化を図ってまいります。 

 



 
 

【1４】介護保険事業等の推進 
本会が実施している介護保険事業、障害福祉サービス事業においても、介護保険制度改正に沿 

って新たなサービス展開の調査・研究に取り組み、利用者の意志及び尊厳をもって、住み慣れ

た地域で自立した生活が営めるよう支援すると共に、利用者やその家族のニーズ把握を行い、

良質かつ適切なサービスを提供してまいります。 

 

（１）居宅介護支援事業（読谷村社会福祉協議会居宅介護支援事業所） 
介護保険法の理念に基づき、要介護者（要介護 1～5）が在宅にて自分らしく可能な限り自立 

した生活を送れるよう、居宅サービス等を適切に利用できるよう、利用者の依頼（ケアマネー

ジメント契約を締結）を受け、その心身の状況、その置かれている環境、利用者、及びその家

族の希望を勘案し、次の事項を定めた計画（居宅サービス計画）を作成するとともに、計画に

基づいたサービスが確保されるよう、連絡及び調整を図る。 

①要介護者の健康上及び生活上の問題点並びに解決すべき課題 

②提供される居宅サービス等の目標及びその達成時期 

③指定居宅サービス等が提供される日時 

④利用する指定居宅サービス等の種類、内容及びこれを担当する者 

⑤指定サービス等を提供する上での留意事項 

⑥利用者が負担しなければならない費用額 

 

【事業目的/事業方針】 

1.利用者・家族の在宅生

活（在宅介護）の支援

に努めます。 

・利用者と家族の面談を通して、ニーズの把握とサービス利用支援を

適切に行う。 

・サービス提供事業所と情報を共有し、利用者の自立支援と介護者の

介護負担の軽減が図れるよう努める。 

・生活状況に応じて、行政や社会福祉協議会、司法機関が提供してい

るサービス利用の支援を行う。 

2.医療との連絡・連携に

努めます。 

・医学的管理が必要な際は、かかりつけ医との連携を行う。 

・入院時、病院等への訪問や電話連絡にて必要な情報を提供する。 

・退院時、病院等からの情報提供と合わせて退院時の状況を把握し、

在宅生活に戻ることができるようサービス利用の調整等を行う。 

3.地域包括支援センタ

ー委託による介護予

防居宅介護支援を行

います。 

・居宅介護支援業務（要介護 1～5）に支障をきたさない範囲で、委

託の依頼に応じて、要支援 1・2、日常生活支援総合事業対象者の

ケアマネジメントを行う。 

4.介護支援専門員の質

の向上に努めます。 

・適時開催される外部の学習会、研修、連絡会に可能な限り参加する。 

・利用者が比較的検討できるよう、介護サービス情報公表制度に定め

られた事業所情報を提出する。 

5.介護保険制度に則り、

コンプライアンスを

遵守した業務を継続

します。 

・介護保険制度への理解を深め、改正に際しては適切な解釈ができる 

よう、情報収集を行う。 

・介護支援専門員として定められた、居宅介護支援業務実施に必要な

研修を必ず受ける。 

・沖縄県で実施する介護保険施設等に係る集団指導を受け、適切な業

務を行う。 

 

 

 

 



 
 

（２）通所介護事業（よみたん生き活き健康デイサービスセンター）  
   要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに社会的孤立感の解消及び心身

機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の機

能訓練等の介護その他の必要な援助を行います。 

 

【事業内容】 

1.日常生活動作の程度

により、必要な支援

及びサ－ビスを提

供します。 

・トイレ動作の訓練、見守り、介助・声掛け誘導・おむつ交換・歩行の

見守り・適切な歩行器具の紹介・車椅子操作の指導及び介助。 

・その他必要な身体の介護 

2.必要な入浴サービス

を提供します。 

・衣類の着脱・洗髪・洗身等の見守り、声掛け、介助。 

・プライバシー・安全に考慮した環境整備を行う。 

・その他必要な入浴の介助 

3.必要な食事サービス

を提供します。 

・ご本人に合わせた食事形態・食事用具で提供する。 

・季節やイベントにあった食事を提供し、楽しく召し上がっていただ

く環境づくりを行う。 

・嗜好調査を行い、利用者個々の状態を把握する。 

・その他必要な食事の介助 

4.活動プログラムを提

供します。 
・日常生活動作訓練（スリング・平行棒での立ち上がり・ボール運動

等）を行う。 

・ビデオ鑑賞・音楽レク・野外活動（散歩・水やり）・手工芸・おやつ

作りを行う。 

5.送迎サービスを提供

します。 
・ご家族との情報交換（迎え時の状態確認・送り時の状態報告・連絡

等）を行う。 

・ご利用者の乗降・車内での安全に努める為、送迎マニュアルに準じ

た送迎を行う。 

・車輌点検、車輌内外の清掃を行い快適な環境づくりを行う。 

6.ご利用者及びご家族

からの介護等に関

する相談に対して

の支援を行います。 

・ご本人にあった適切な日常生活自助具の相談、助言を行う。 

・その他必要な相談、助言 

7.介護保険制度に則

り、 コンプライア

ンスを遵守した業

務を継続します。 

・介護保険制度への理解を深め、改正に際しては適切な解釈ができる

よう、情報収集を行う。 

・沖縄県で実施する介護保険施設等に係る集団指導を受け、適切な業

務を行う。 

 

＊職員間の連携・外部専門職との連携を図り、ご利用者一人一人に適切なサービスを提供できる

よう努めます。 

＊ご利用者の自立支援・重度化防止に資する質の高いサービスを実現する為、職員の技術・知識

の向上に努める研修を行います。 

＊現在ご利用中の皆様、新たに事業所をお探しの皆様に安心してご利用いただけるように事業所

内での活動の様子をホームページ等で紹介していきます。 

 

 

 



 
 

 （３）読谷村介護予防・日常生活支援総合事業   ※受託事業 

    ＜通所型サービスＡ事業＞ 

      ①介護予防通所介護相当サービス事業（現行の通所介護） 

②通所型サービス A（緩和した基準によるサービス）受託 

 「わんからデイサービス」 

  内 容：高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業 

  対象者：要支援認定者、事業対象者 

  日 時：毎週火曜日 午前 10 時～午後 3 時 

  場 所：読谷村生き活き健康センター2 階 

 

（４）訪問介護事業（よみたん社協ホームヘルプサービス） 
  要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用が可能な限りその居宅において、その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活

全般にわたる援助を行います。 

 

【事業内容】 

1.身体介護サービスを

行います。  

 

・入浴及び清拭・洗髪の介助、衣類着脱の介助 

・食事の介助 

・通院等の介助その他必要な身体の介護 

2.生活援助サービスを

行います。  

 

・ご本人の好み・形態に合わせた調理 

・衣類の洗濯、住居等の掃除、整理整頓 

・生活必需品の買い物 

・関係機関との連絡 

3.通院等乗降介助を行

います。  

 

・外出準備（身体整容、更衣介助、排泄介助等）を行う。 

・移動、乗車・降車の介助 

・受診等の介助（診療受付、手続等） 

4.ご利用者及びご家族 

からの介護等に関

する相談に対して

の支援を行います。 

・生活、身の上、介護に関する相談、助言 

・住宅改良に関する相談、助言 

・その他必要な相談、助言 

5.介護保険制度に則

り、コンプライアン

スを遵守した業務

を継続します。 

・介護保険制度への理解を深め、改正に際しては適切な解釈ができる

よう、情報収集を行う。 

・沖縄県で実施する介護保険施設等に係る集団指導を受け、適切な業

務を行う。 

   

【介護予防・生活支援サービス事業】 

   ＜訪問型サービス第 1 号訪問事業＞ 

①介護予防訪問介護相当サービス事業（現行の訪問介護） 

＊ヘルパー定例会を毎月行い、事例検討での意見交換を行い情報の共有を行っています。 

＊困難事例等が増えており、事業所内外の研修へ参加できるような体制を整えます。 

＊今後は他事業所が取り組みにくい制度の狭間の方を、社協本部とも連携し受入体制を検討して

いきます。 

 

 

 

 



 
 

【1５】障がい福祉サービスの推進 
障がいの種別（身体障がい・知的障がい・精神障がい）にかかわらず、安心して自分らしく自

立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、サービスの提供を行います。 

（１）居宅介護（ホームヘルプ） 

    居宅において必要な介護、家事、生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる援 

助を行います。（入浴・排せつ・食事・調理・洗濯・掃除等） 

（２）重度訪問介護 

   ■重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方 

①居宅において必要な介護、家事、生活等に関する相談及び助言、その他生活全般にわたる

援助を行います。（入浴・排せつ・食事・調理・洗濯・掃除等） 

②外出時における移動中の介護を総合的に行います。 

（３）同行援護   

   視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等につき、外出時において同行し、移 

動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ、食事等の介護、その他外出する際に必要となる

援助を提供します。 

 

【事業内容】 

1.居宅介護計画の作成 ・把握された課題に基づきサービスを計画する。 

2.身体介護サービスを行

います。  

 

・入浴及び清拭・洗髪の介助、衣類着脱の介助 

・食事の介助 

・通院等の介助その他必要な身体の介護 

3.通院等乗降介助を行い

ます。  

 

・外出準備（身体整容、更衣介助、排泄介助等）を行う。 

・移動、乗車・降車の介助 

・受診等の介助（診療受付、手続等） 

4.生活援助サービスを行

います。  

 

・ご本人の好み・形態に合わせた調理 

・衣類の洗濯、住居等の掃除、整理整頓 

・生活必需品の買い物 

・関係機関との連絡 

5.ご利用者及びご家族 

からの介護等に関する

相談に対しての支援を

行います。 

・生活、身の上、介護に関する相談、助言 

・住宅改良に関する相談、助言 

・その他必要な相談、助言 

6.障害者福祉制度に則

り、コンプライアンス

を遵守した業務を継続

します。 

・障害者福祉制度への理解を深め、改正に際しては適切な解釈がで

きるよう、情報収集を行う。 

・沖縄県で実施する障害者福祉サービス等に係る集団指導を受け、

適切な業務を行う。 

＊ヘルパー定例会を毎月行い、事例検討での意見交換を行い情報の共有を行います。 

＊困難事例等が増えており、事業所内外の研修へ参加できるような体制を整えます。 

＊今後は他事業所が取り組みにくい制度の狭間の方を、社協本部とも連携し受入体制を検討し

ていきます。 

 

 

【1６】地域生活支援事業   ※受託事業 

（１）移動支援 

   屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための支援を行い、地域での自立生活及び社 

会参加を促進します。 

 



 
 

【1７】読谷村生き活き健康センター運営事業 
 （１）施設貸出事業：乳児・一般健診、一般介護予防事業、 

介護予防・日常生活支援総合事業（わんからデイサービス） 

 

（２）居場所づくりに向けた取り組み 

   生き活き健康センター2 階を活用し、高齢者等の自由な居場所としての取組みを進めてまい 

ります。 

 

 


